
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（4月分)
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

　＊　０００  総記　＊

女性雑誌とファッションの歴史社会学 坂本 佳鶴恵／著 新曜社 051.7/ｻ/

　＊　１００  哲学　＊

日本の神さま開運BOOK 小坂 達也／著 祥伝社 148.9/ｺ/

オトナの決断力 岡山 里香／著 KADOKAWA 159/ｵ/

私は私のままで生きることにした キム スヒョン／著 ワニブックス 159/ｷ/

「また会いたい」と言われるオトナ女子がしていること 有川 真由美／著 PHP研究所 159.6/ｱ/

Dear GIRLS 朝日新聞「Dear Girls」取材班／著 朝日新聞出版 159.7/ｱ/

大学4年間の宗教学が10時間でざっと学べる 島薗 進／著 KADOKAWA 161/ｼ/

　＊　２００  歴史　＊

新修・北九州市史 北九州市／編集 北九州市 219.1/ｷ/

新修・北九州市史　社会編・福祉編 新修・北九州市史編纂会議／編集 北九州市 219.1/ｷ/

井上雅二と秀の青春 藤谷 浩悦／著 集広舎 289.1/ｲ/

　＊　３００  社会科学　＊

SDGsとまちづくり 田中 治彦／編著 学文社 318.6/ﾀ/

日本でいちばん女性がいきいきする会社 坂本 光司／著 潮出版社 336.4/ｻ/

「不安なのになーんにもしてない」女子のお金入門　　（講談社の実用BOOK） 荒木 千秋／著 講談社 338.8/ｱ/

女性リーダー育成のために お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所／編 勁草書房 361.4/ｵ/

誰からも好かれるさりげない気遣い 菊地 麻衣子／著 フォレスト出版 361.4/ｷ/

『アメリカ女子♥日本女子』のリアル みゃびー／著 KADOKAWA 361.5/ﾐ/

アラフォー・クライシス NHK「クローズアップ現代+」取材班／著 新潮社 361.6/ｴ/

進め!働きママン おぐら なおみ／著 ベネッセコーポレーション 366.3/ｵ/

セクハラ・サバイバル 佐藤 かおり／著 三一書房 366.3/ｻ/

Up to You クリスティン・エドマン／著 日本経済新聞出版社 366.7/ｴ/

フリーターズフリー　vol.03 フリーターズフリー／編集 フリーターズフリー 366.8/ﾌ/3

過労死 牧内 昇平／著 ポプラ社 366.9/ﾏ/

イラクの女性たち 円城 由美子／著 晃洋書房 367.2/ｴ/

家族終了 酒井 順子／著 集英社 367.3/ｻ/



夫の扶養からぬけだしたい ゆむい／著 KADOKAWA 367.3/ﾕ/

ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチェル・ギーザ／著 DU BOOKS 367.5/ｷﾞ/

家族みんなが「笑顔」になった“心が温まる”介護の話 福島 真治／著 秀和システム 369.2/ﾌ/

女性教師の「働き方」 松井 恵子／著 明治図書出版 374.3/ﾏ/

女子学生のキャリアデザイン 野村 康則／編著 水曜社 377.9/ﾉ/

　＊　４００  自然科学　＊

お母さんのためのアルコール依存症回復ガイドブック ローズマリー・オコーナー／著 金剛出版 493.1/ｵ/

マンガでわかる食べてうつぬけ鉄欠乏女子(テケジョ)救出ガイド 奥平 智之／著 主婦の友社 493.7/ｵ/

脳を傷つけない子育て 友田 明美／著 河出書房新社 493.9/ﾄ/

女性のからだ ちょっとした不調をなくす本 対馬 ルリ子／著 ぴあ 495/ﾂ/

　＊　５００  技術　＊

部下を「自分で考えて動く人材」に育てるリーダーの5つの仕事 横山 由樹／著 同友館 588.3/ﾖ/

ドレスを1枚ぶら下げて 畑中 由利江／著 幻冬舎 589.2/ﾊ/

ミニマリストな暮らし方 すばる舎編集部／編 すばる舎 590/ｽ/

私たちが密かに実践している本当は教えたくない美容テクニック147 &ROSY編集部／著 宝島社 595/ｱ/

忘れない味 平松 洋子／編著 講談社 596/ﾋ/

ふくおかすてきな旅CAFE 月刊はかた編集室／著 メイツ出版 596.7/ｴ/

　＊　７００  芸術　＊

ブレないスポーツ報道 津田 俊樹／著 言視舎 780.4/ﾂ/

　＊　９００  文学　＊

「ジェンダー」で読む物語　　（奈良女子大学文学部<まほろば>叢書） 高岡 尚子／編著 枻出版社 902/ﾀ/

ただの主婦にできたこと 山田 征／著 現代書館 914.6/ﾔ/

もしすべてのことに意味があるなら 鈴木 美穂／著 ダイヤモンド社 916/ｽ/

荒野にて ウィリー・ヴローティン／著 枻出版社 933.7/ｳﾞ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

風俗警察　　（角川新書） 今井 良／[著] KADOKAWA G317.7/ｲ/

学校ハラスメント　　（朝日新書） 内田 良／著 朝日新聞出版 G372.1/ｳ/

沼の王の娘　　（ハーパーBOOKS） カレン・ディオンヌ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン G933.7/ﾃﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ／著 中央公論新社 F/ｱ/

父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子／著 KADOKAWA F/ｲ/

麦本三歩の好きなもの 住野 よる／著 幻冬舎 F/ｽ/

崖っぷちパラダイス 谷口 桂子／著 小学館 F/ﾀ/

夜の塩 山口 恵以子／著 徳間書店 F/ﾔ/

　＊　児童書　＊



チェンジ・ザ・ワールド! スーザン・フッド／文 フレーベル館 280/ﾌ/

人見絹枝　　（オリンピック・パラリンピックにつくした人びと） 大野 益弘／文 小峰書店 289/ﾋ/

　＊  絵本　＊

おんぶおんぶのももんちゃん　　（ももんちゃんあそぼう） とよた かずひこ／さく・え 童心社 E/ｵ/

すてきな三にんぐみ　　（アンゲラーの絵本） トミー=アンゲラー／さく 偕成社 E/ｽ/

そらまめくんとおまめのなかま なかや みわ／さく 小学館 E/ｿ/

ふーっ! 新井 洋行／作 枻出版社 E/ﾌ/ﾍﾞﾋﾞｰ

みんなとちがうきみだけど ジャクリーン・ウッドソン／作 汐文社 E/ﾐ/


